
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名  平成２５年度（仮称）仙台市通町復興公営住宅新築工事         
 

整理番号 １３０５１０２７６ 
質  問  事  項 回     答 

(構造)  
1 A-28.S-40 図 ｽﾗﾌﾞ下地業においてｽﾗﾌﾞ 宜しいです。 
 ﾘｽﾄで捨ｺﾝ 50 がありますが矩計図では  
捨ｺﾝは見受けられません。捨ｺﾝは必要  

 と考えて宜しいでしょうか。  
 御指示下さい。  
  
2 S-11.40 図 地中梁天端は 1SL まで増打 宜しいです。 
 と考えますが補強筋はｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ断面図より  
 基礎大梁は 4-D19、基礎小梁は 3-D16  
 と考えて宜しいでしょうか。  
 御指示下さい。  
  
3 S-11.21.27 図 柱ﾘｽﾄで X5 通りに C23 C23 は有りとし，開口補強は無しとします。 
 がありますが伏図・軸組図では壁開口補強  
 になっています。C23 は無しの開口補強  
 と考えて宜しいでしょうか。  
 御指示下さい。  
  
  
  
  
  
注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 
 
 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

質  問  事  項 回     答 
(外部)  
4 A-32.34図 A-32図のY方向断面詳細図 宜しいです。 
で開放廊下側の間仕切壁(押出成形ｾﾒﾝﾄ板)  
の仕上がＤＰと有りますが ＤＰ塗の範囲  
は図示の面の 1 面のみと考え､その他の仕  
上は複層塗材と考えて宜しいでしょうか。  
御指示下さい。  

  
5  A-18.28 図  1 階駐車場 X1 通り側､軒天 天井仕上げと同じとします。 
井端部の下り壁の仕上は LGS25 形+ｹｲｶﾙ （LGS25 形＋ｹｲｶﾙ板 t6＋EP-G） 
板 t1 2+複層塗材 と考えて宜しいでしょ  
うか。御指示下さい。  

  
6  A-25.26 図  立面図凡例-(E)の外部巾木 打ち放し仕上げ（B 種）とします。 
の仕上が不明です｡ 立面図凡例-(A)同様  
ｺのﾝｸﾘｰﾄ打放し+複層塗材 と考えて宜し  
いでしょうか。御指示下さい。  

  
7  A-27 図  外壁･手摺壁等 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し A-026 図の手摺壁スリットのみです。 
部分に誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ(20×10) @3000 程  
度で必要と考えて宜しいでしょうか。  
御指示下さい｡  

  
8  A-34 図  2～14 階 EV ﾎｰﾙの注意喚起用 宜しいです。 
点字ﾌﾞﾛｯｸの仕様は 塩化ﾋﾞﾆﾙ製と考えて  
宜しいでしょうか。御指示下さい。  

  
9  参考内訳書(ﾕﾆｯﾄ及びその他工事)に屋外 A-026 図，A-030 図に記載しております。 
階段壁面 館名文字(W200×H200)11 文字  
と有りますが 図面では不明ですが 必要  
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ  
い。  

  
  



 
 
 
〔様式第１３号〕 

質  問  事  項 回     答 
10  A-21～23 図  平面図＜共通事項＞で 宜しいです。 

(凡例-←) ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ用の排水孔φ50 が有  
りますが ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 VPφ50程度で考え  
て宜しいでしょうか。御指示下さい。  

  
(内部)  
11 A-057 図 X5･Y3･Y7 通りの壁のｳﾚﾀﾝ 宜しいです。 
  吹付けは通しではなくﾌﾞﾘｯｼﾞ部分を表し  
  たもので記号は A ではなく C と考えて  
  宜しいでしょうか。御指示下さい。  
  
12 上記のﾌﾞﾘｯｼﾞ部分の壁･梁型はﾌﾞﾘｯｼﾞ部 各タイプの展開図を参照ください。 
  分だけを GL 工法でした場合段差が付く （段差が付く納まりとなっております。） 
  為全面の壁･梁型を GL 工法で PB を貼る  
  と考えて宜しいでしょうか。  
  御指示下さい。  
  
13 当初の質疑回答で仕上表と階段詳細図 A-018 図仕上表，A-032 図内部階段詳細図 
  の相違から LGS+FKt6+EP-G との回答 の通りです。 
  でしたが、今回仕上表が修正されていま  
  す。天井は打込木毛ｾﾒﾝﾄ板+EP 吹付を  
  正と考えて宜しいでしょうか。  

御指示下さい｡  
  
14 住戸の PS・MB が仕上表にありません 宜しいです。 
  が床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ素地、壁･天井：押出  
  成形ｾﾒﾝﾄ板･PC 現しと考えて宜しいで  
  しょうか。御指示下さい。  
  
15 A-018 図 WP(間仕切ﾊﾟﾈﾙ：FES)が t60 宜しいです。 
  とありますが全て t50 ﾀｲﾌﾟと考えて宜し  
  いでしょうか。御指示下さい。  
  
  



 
 
 
〔様式第１３号〕 

質  問  事  項 回     答 
16 A-032 図 鉄骨階段は溶融亜鉛ﾒｯｷ表し A-018 図仕上表，A-032 図内部階段詳細図 
  となっていますが、当初の質疑回答通り の通りです。 
   溶融亜鉛ﾒｯｷ+EP-G と考えて宜しいでし  
  ょうか。御指示下さい。  
  
17 A-032 図 階段室外廻り手摺は壁付手 床からの自立手摺です。 
  摺と考えて宜しいでしょうか。御指示下  
  さい。  
  
18 A-032 図 鉄骨階段踊場部分は鉄骨ｻｻﾗ S-45 図内部階段詳細図の通りとし，巾木は 
  が見えない納まりになっていますので 無しとします。 
  巾木はｿﾌﾄ巾木 H60 と考えて宜しいで  
  しょうか。御指示下さい。  
  
19  A-062 図 鋼製建具(SD)は枠･扉共焼付 A-062 図建具表特記事項注 6 に記載の通り 
  塗装と考えて宜しいでしょうか。 です。 

御指示下さい｡  
  
20 参考内訳で FES ﾊﾟﾈﾙの耐水 PB が有り A-074～A-091 図に耐水 PB の範囲が記載し 
  ますが A-019 の仕上表には耐水 PB の てあります。なお，継目処理工法はベベル 
  指示はありません。又耐水 PB には継目 エッジとし，建築工事監理指針 19.7.3(f)(2) 
  処理工法用のﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞはありません。 ②の通り施工するものとする。 
  耐水 PB は無いものと考えて宜しいで  
  しょうか。御指示下さい。  
  
21 A-036 図.S-11 図で 2DK の床ｽﾗﾌﾞ下り A-036 図平面詳細図に記載した範囲をスラ 
  ‐210 の範囲が相違します。構造図 ブ天端 FL-210 とします。 
  を正と考えて宜しいでしょうか。  
  御指示下さい。  
  
22 A-018 図 発砲ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ床下地と置床で 宜しいです。 
  捨合板が必要なのはﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄで化粧  
  合板ﾌﾛｱの場合は必要無いと考えて  
  宜しいでしょうか。御指示下さい。  



 
 
 
〔様式第１３号〕 

質  問  事  項 回     答 
23 A-019 図 車椅子対応住戸の洗面･脱衣 宜しいです。 
  の床下地は FP-1 となっていますが一般  
  住戸同様に W が正と考えて宜しいでし  
  ょうか。御指示ください。  
  
24 参考内訳で置床のﾊﾟﾗﾌｨﾝ含侵ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ 便所，洗面脱衣室，流し台周囲とします。 
  ﾎﾞｰﾄﾞありますが図面上で確認できませ （A-091 図参照） 
  ん。化粧合板ﾌﾛｱ部分と考えて宜しい  
 でしょうか。御指示下さい。  

  
25 耐火遮音間仕切に使用するﾎﾞｰﾄﾞはﾃｰﾊﾟ 継目処理工法はベベルエッジとし，建築工事 
  -ｴｯｼﾞはありませんのでﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞでの 監理指針 19.7.3(f)(2)②の通り施工するもの 
  継目処理工法と考えて宜しいでしょう とする。 
  うか。御指示下さい。  
  
  
以上  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


